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《 8月のお知らせ 》 第 5回 阿東図書館まつり 8/5(日)開催!! 

 

 

『ぶっくん』運行表 7月 

 
11 日・25 日(水) 

10：40～11：10 ほほえみの郷トイトイ 

6 日・20 日(金) 

9：40～10：10 篠生分館 

10：40～11：10 生雲分館 

13：20～13：50 嘉年分館 

14：30～15：00 元粟屋医院駐車場 

13 日・27 日(金) 

10：20～11：00 柚野木小学校（徳地） 

13：00～13：40 さくら小学校 

14：20～15：00 阿東老人ホーム(生雲） 

★一般 

★絵本 

「 」 

 

「夏おすすめの本」 
 

DVD上映会7/14(土)10時～上映開始!! 

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミック 

フロント☆NEXT 太陽系の段◆月の段」 

★スケジュール★ 
 

金貨
き ん か

GET! part2!! 

★ 9：00～14：00  あとうの文化
ぶ ん か

財
ざい

・名所
めいしょ

 

ワードラリー 

★ 9：30～11：00  バルーンアート教室
きょうしつ

 

★11：00～12：00  ＤＶＤ上映会
じょうえいかい

 

★13：00～14：00  おはなし会
かい

 

★14：00～15：00  ビンゴ大会
たいかい

 
    

★15：00～15：30  バルーンつり 

 
      

★ブックリサイクル 

★らくがきコーナー 

★チェーンソーアート作品展示  ほか 

★募集★ 

ご家庭で不要になった本を読んでみたい人に提供

しませんか？今年も「図書館まつり」でブックリサイ

クルをします。不要な本があれば、阿東図書館カウ

ンターまたは、阿東地区の交流センター（分館）

に、お持ちください。 

 受付期間：７月３1日（火）まで 

※汚れの激しい本や辞典類など一部お受けできな

い場合があります。ご了承ください。 

…休館日 

※第 4 木曜日は図書整理日の為休館です 

7/7は七夕
たなばた

。図書
と し ょ

館内
かんない

に七夕
たなばた

かざりをおいています。

短冊
たんざく

にねがいごとをかいてかざってね★ 



  

 

 

 

あたらしい本 

小説・エッセイ 

あやかし草紙  三島屋変調百物語伍之続

          宮部 みゆき 

あの夏、二人のルカ     誉田 哲也 

バルス         楡 周平 

砂の家           堂場 瞬一 

ヘイ・ジュード (東京バンドワゴン 13) 

             小路 幸也 

きげんのいいリス     トーン テレヘン 

黙過            下村 敦史 

紅のアンデッド (法医昆虫学捜査官 6)

           川瀬 七緒 

山猫クー        川口 晴 

一般 

小さな幸せの見つけ方            

-幸せはあらゆる瞬間にあなたのそばにある- 大來 尚順 

ぷりっつさんちのぶらりうまいもの散歩おかわり! 

           松本 ぷりっつ 

ゆるスクワットの教科書 -今ある不調をなくす- 

           小山 勝弘 

コンパニオンプランツの野菜づくり -決定版-

            木嶋 利男 

ゴビ -僕と 125キロを走った、奇跡の犬-  ディオン レナード 

美術館へ行こう -ときどきおやつ-  伊藤 まさこ 

DIYでキャンピングギアを作る本       

       -みんなの自作ギアが大集合!-

  

ティーンズ 

神達に拾われた男 ３      Ｒｏｙ 

この世界で、君と二度目の恋をする 望月 くらげ 

もうひとりの魔女     入間 人間 

七月のテロメアが尽きるまで   天沢 夏月 

生き残り錬金術師は街で静かに暮らしたい 03 

            のの原 兎太 

ちっぽけな世界の片隅で。    高倉 かな 

児童 

名探偵コナン ゼロの執行人   水稀 しま 

水瓶座の少女アレーア ３ ふたりだけの旅路 

        タニヤ シュテーブナー 

ルルとララのアニバーサリー・サンド 

          あんびる やすこ 

ドラえもん科学ワールド電気の不思議 

          藤子 F 不二雄 

有害物質のサバイバル －生き残り作戦－ 

             スウィートファクトリー 

世にも奇妙な物語             

逃げられない地獄編 -ドラマノベライズ- 鈴木 勝秀 

お願い!フェアリー♥ 20    みずの まい 

マーゴットのお城             

-ある著名な建築家の最初の仕事のおはなし- 桜咲 ゆかこ 

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物  工藤 ノリコ 

えほん 

ききいっぱつねこざかな  わたなべ ゆういち 

とってもなまえのおおいネコ ケイティ ハーネット 

おふとんさんとハリーちゃん  コンドウ アキ 

13800000000 ねんきみのたび       坂井 治 

ホットケーキのおうさま   朝倉 世界一 

ずっと -ねがいはひとつだけ-  M.サラ クライス 

とびますよ      にしむら あつこ 

きげんのいいリス 
ブナの樹のうえに暮らす、心やさしく忘れっぽく、きげんの

いいリス。知っていること考えることが多すぎて、頭の重み

に耐えかねているアリ。旅に出たはずのアリは、なにかと

理由をつけてはリスのそばにもどってくる。リスの家に始終

やってきてあちこち壊す夢みがちなゾウ。誕生日がだい

なしになって黒いなみだを流すイカ。小さい家に住んで

小さいことばかり考えているカブトムシ。自分が変かどう

かいつも気にしているタコ。そして、リスの背中におんぶし

て、小さな冒険にふみだすハリネズミ…。不器用で大まじ

め、悩めるどうぶつたちが語りだす、テレヘン・ワールド! 
 

『ハリネズミの願い』の原点、幻の名作の完訳新版! 

ココで紹介している“あたらしい本”は一部です 

最新版は山口市立図書館のホームページで 

ご覧いただけます 

トーン テレヘン 


